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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）
(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 3,301 ( 19.4) △198 (   －) △226 (   －)

17年 9月中間期 2,764 (△7.7) △196 ( 　－) △222 (　 －)

18年 3月期 6,311 △190 △239

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期 △219 (   －) △34 00 － －

17年 9月中間期 △701 ( 　－) △108 89 － －

18年 3月期 △740 △114 91 － －

（注）①持分法投資損益 18年 9月中間期 －百万円 17年 9月中間期 －百万円 18年 3月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年 9月中間期
6,445,760

株
17年 9月中間期

6,445,760
株

18年 3月期
6,445,760

株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年 9月中間期 8,627 2,512 29.1 389 80

17年 9月中間期 8,517 2,749 32.3 426 62

18年 3月期 8,486 2,768 32.6 429 54

（注）期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期
6,445,760

株
17年 9月中間期

6,445,760
株

18年 3月期
6,445,760

株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 △269 31 482 336

17年 9月中間期 △20 △18 43 288

18年 3月期 111 △80 △222 92

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年 3月期の連結業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 7,491 57 46

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 7 円 14銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の通期の見通しを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、溶融亜鉛めっき加工業を主たる業務とする当社（田中亜鉛鍍金株式

会社）ならびに子会社２社、および金属プレス加工業を主たる業務とする子会社１社により構成されております。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けを事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

めっき加工 

めっき加工 

めっき加工 

（注）※１ 連結子会社 
※２ 非連結子会社で持分法非適用会社 

※１ 秋田ガルバー㈱ 

めっき加工 

めっき加工 
めっき加工 

※１ 横浜ガルバー㈱ 

田  

中  

亜  

鉛  

鍍  

金  

㈱ 

得        

意        

先 

※２ ㈲太陽プレス工業所 
鋼材加工 鋼材加工 

２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、限りある地球資源である鉄を後世に引き継ぎ、鉄の有効利用に貢献しながら、美しく快適な社会

環境をつくることを経営理念としております。私たちの生活に身近な、そして大変有用な鉄鋼製品をその宿命と言う

べき腐食から守り、それに大きな付加価値を与える溶融亜鉛めっきは、限りある資源を有効に活かし社会資本を保護

するためにも、快適な社会生活を営むことができる生活環境を創造するためにも必要不可欠な技術と考えております。

現状に甘んじることなく、時代とともに多様化する社会的要求に応えるべく、従来技術の改善・工夫に努めるととも

に、従来製品より耐食性・耐磨耗性の高い「溶融亜鉛－アルミニウム合金めっき」は、引き続き本格的な受注活動を

推進し、環境との調和を図る「めっき後の着色」も、今日までの実績を基に安定受注の継続に努め、新たな用途の開

拓にも注力するなど、今後も需要家に密着した技術開発に取り組んでまいる方針であります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、安定的な配当の継続を業績に応じ

て行うことを基本方針としております。内部留保金につきましては、資金の流動性、財務体質強化を確保しつつ、生

産設備の更新・増強や情報投資などの資金需要に備えるとともに、将来に向けた研究開発にも投資して事業展開・需

要開拓に努めてまいる所存であります。

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、中長期経営計画として営業利益１億円超を目標に定め、その達成に向けて取り組んでおりますが、

当面の目標は営業利益の黒字化を目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、多様化する社会的要求に応えるべく、従来の溶融亜鉛めっきより耐食性等の性能の高い加工技術

の開発、新たな表面処理技術の商品化を進めるとともに、鉄の防食としての新たな需要の掘り起こしを図ってまいり

ます。しかしながら、現在の厳しい受注環境は今後も続くことが予想されます。そこで、高品質の追求とともに原価

低減と顧客ニーズへの的確な対応に努め、子会社である横浜ガルバー㈱（横浜市内および栃木県）と秋田ガルバー㈱

（秋田市内）による関東以北の商圏への展開とともに、関西と関東の大きな商圏に立地する情報源・情報網を活用し、
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グループ全体の商圏拡大に取り組んでまいります。

　また、国内同業者からの「めっき後の着色」技術についての技術供与の要請を前向きに検討をしており、「溶融亜

鉛－アルミニウム合金めっき」技術は、既に技術の提供による収益を計上しております。このように、この二つの新

しい技術は当社での施工だけにとどまらず、ノウハウの販売による技術の普及で、社会への貢献も行なってまいりま

す。

　さらに、溶融亜鉛めっきの原料である蒸留亜鉛に含まれております少量の鉛は、日本では規制対象になっておりま

せんが、２００６年７月からＥＵ加盟国で実施されるＲｏＨＳ指令（電気電子機器の特定有害物質使用規制）の対象

物質であります。そこで、当社では、業界に先駆けて、鉛を含まない溶融亜鉛めっき「鉛レスめっき」の研究を終了

し中型製品の出荷を始めております。今後は、大型製品の実用化に向けて取り組んでまいります。同じくＲｏＨＳ指

令の対象物質でありますクロムも、溶融亜鉛めっき後の白さび防止剤として使われており、クロムを用いない白さび

防止処理としてゾルゲル法によるセラミックスコーティング処理の研究を行っております。　

　また、資本参加のうえ役員を送り技術支援を行っております中華人民共和国江蘇省宜興市のめっき会社からは、海

外進出のためのノウハウ・情報の蓄積を行なってまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　溶融亜鉛めっきの基本原理は普遍的なものであります。大量加工が可能となった明治以来、製鉄技術の飛躍的進歩

によるめっき槽の大型化や機械化等が全国的に広がり、日本工業規格（ＪＩＳ）の認定制度が品質向上を促して企業

間の技術的、品質的格差が薄らいでまいりました。しかし、製鉄技術の進歩は鉄鋼組成を多様化させ、生産規模の拡

大による機械化・量産化が匠の技術を喪失させる反面、社会環境の変化が顧客のニーズを多様化し、よりきめ細かな

品質面での対応が求められるようになってまいりました。このような状況の中で当社グループは、従来技術のよりき

め細かな継承と教育による人材育成で製造技術の底上げを図り、技術、品質面での競争力を培ってまいります。高品

質の追求とともに「顧客満足度の向上」の実践にグループをあげて取り組み、全従業員の意識改革を徹底し、品質や

サービスの向上に努めるとともに経費削減に努めます。

　また、加工技術に高い付加価値をつけるべく開発した、環境との調和を図る「めっき後の着色」は今日までの実績

を基に安定受注の継続に努め、新たな用途の開拓にも注力するとともに、溶融亜鉛めっき本来の目的である耐食性、

耐磨耗性を強化した「溶融亜鉛―アルミニウム合金めっき」はお客様の認知度が高まってまいりましたので、引き続

き本格的な受注活動を推進してまいります。さらに、ＲｏＨＳ指令に対応した「鉛レスめっき」は大型製品の実用化

に向けて検討中であり、同じくＲｏＨＳ指令対応のゾルゲル法によるセラミックスコーティング処理は研究を続けて

まいります。

　さらに、関西地区の当社（大阪市および堺市）、首都圏近在に立地する子会社横浜ガルバー㈱（横浜市内および栃

木県）、関東以北の秋田ガルバー㈱（秋田市内）の立地を生かし、それぞれの大きな情報源、情報網を活用し、グルー

プ全体の営業拡大に取り組んでまいります。

　また、平成１４年５月に発生いたしました当社堺工場の設備工事事故につきましては、約２年半にわたってめっき

槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成１７年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円の損害

賠償訴訟を提起し、全力を挙げて係争中であります。

 

 (6）親会社等に関する事項

 該当事項はありません。

 

 (7）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載した内容と重複するため、記載を省略しております。

 

３．経営成績および財政状況

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善に伴い設備投資が増加し、個人消費も増加基調を示

すなど景気は上昇基調で推移しておりますが、原油をはじめ素材価格が上昇し、非鉄金属においても素材価格の高騰

が続き、依然として楽観できない状況にあります。

　溶融亜鉛めっき業界におきましては、道路関係をはじめとした公共投資は依然低調なまま推移いたしましたが、民
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間設備投資は増加に転じ、(社)日本溶融亜鉛鍍金協会発表の溶融亜鉛めっき生産量は、東日本・中部地区で増加し全

体でもやや増加ましたが、当社が拠点とする西日本地区は減少いたしました。 

　このような経済状況のもと、「顧客満足度の向上」を掲げる経営方針に基づき、納期対応・品質ニーズへの対応な

どお客様第一の施策、さらには、主原料である亜鉛価格の高騰を受けて適正販売価格の形成にも尽力してまいりまし

た。また、一昨年から注力しております立体駐車場に加え、民間建築をターゲットとした部署を新たに発足させ、販

路の拡大に力を尽くした結果、当社グループの受注量は当初予想を上回りました。変動する受注量に対応して人員体

制をきめ細かく弾力的に運用するなど、全ての部門でコスト削減に注力してまいりました。 

　この結果、当中間連結会計期間における売上高は、民間建築物件への拡販による受注量の上積みと適正販売価格の

形成効果により３３億１百万円（前年同期比19.4％増）、経常利益につきましては、売上高の増加と経費削減効果は

ありましたが、主原料である亜鉛価格の暴騰を補いきれず、経常損失は前年同期を４百万円下回り２億２千６百万円

となりました。特別損益では投資有価証券売却益を１千２百万円計上いたしましたので、中間純損失は２億１千９百

万円となりました。

(2）財政状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純

損失が２億２千４百万円（前年同期より５億７千万円の減少）となり、営業活動の結果使用した資金は２億６千９百

万円（前年同期より２億４千９百万円の増加）となり、投資活動の結果得られた資金は３千１百万円（前年同期は１

千８百万円の使用）、財務活動の結果得られた資金が４億８千２百万円（前年同期はより４億３千９百万円の増加）

になったことにより、当中間連結会計年度末には３億３千６百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は２億６千９百万円（前年同期より２億４千９百万円の増加）となりました。

　これは税金等調整前中間純損失が２億２千４百万円、支払利息が３千６百万円、仕入債務の減少額が６千７百万円

計上されたこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は３千１百万円（前年同期は１千８百万円の使用）となりました。

　これは投資有価証券の売却による収入が８千２百万円あったことを反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は４億８千２百万円（前年同期より４億３千９百万円の増加）となりました。

　これは長期借入金の返済による支出が３億８千８百万円ありましたが、長期借入金８億５千万円の収入があったこ

とを反映したものであります。

(3）通期の見通し

　今後のわが国経済は、企業業績の拡大やそれに伴う設備投資の増加など、景気は回復基調で推移するものと思われ

ますが、北朝鮮問題などの不安定な国際情勢、米国経済の先行きに対する不透明感、さらには原油ならびに非鉄金属

など素材関連の高値による原材料価格、燃料費を始めとする経費の上昇など、製造業にとっては一段と厳しさを増し

た状況で推移するものと予想されます。

　当社グループにおきましては、原料亜鉛の暴騰を反映した適正販売価格の形成を再度進めるとともに、より一層の

コスト削減を推進し、新たなターゲットである民間建築など販路の拡大に力を尽くしてまいります。また、「溶融亜

鉛－アルミニウム合金めっき」「めっき後の着色」は、引き続き本格的な受注活動とノウハウの販売に力をいれると

ともに、中華人民共和国のめっき会社からの、海外進出のためのノウハウ・情報の蓄積も引き続き行ってまいります。

さらに、ＲｏＨＳ指令に対応した「鉛レスめっき」は中型製品の出荷を始めており、現在は大型製品の実用化に向け

て検討中であります。同じくＲｏＨＳ指令対応のクロムを用いない白さび防止処理であるゾルゲル法によるセラミッ

クスコーティング処理の研究を続けてまいります。

　また、平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、めっき槽製作会

社を被告とした、約３億６千万円の損害賠償訴訟の係争中であり、全力を挙げて争っております。

　さらに、「顧客満足度の向上」の実践に全グループをあげて取り組み、全従業員の意識改革を徹底し、品質やサー

ビスの向上に努めるとともに経費削減に努め、業績の回復になお一層の努力を重ねて行く所存でございます。
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　なお、通期の業績見通しにつきましては、連結売上高は７４億９千１百万円、経常利益５千７百万円、当期純利益

は４千６百万円を見込んでおります。 

(4）事業等のリスク

　当社および当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者に重要な影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の

投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示して

おります。なお、当社は、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努

める所存であります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間事業年度末現在において判断したも

のであります。ただし、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではなく、将来発生する重要かつ予測不

可能な事項等により、新たなリスクが発生する可能性があります。

1）特定製品への依存について

　当社は、売上高の９５％以上が「溶融亜鉛めっき」でありますが、表面処理という性質上その用途は建築部材・

道路部材など多岐に亘っており、また、得意先も年間約１６００社と取引を行っておりますので、特定製品に依存

しているとは認識しておりません。ただし、屋外鉄鋼製品の防食として「溶融亜鉛めっき」より廉価で耐食性の高

い新製品が開発された場合は、この限りではありません。

2）亜鉛地金価格への依存について

　当社の主原料は亜鉛であり、この亜鉛地金の価格は地金相場ならびに為替相場によってその値段が左右されます。

しかし、この金額は建値として随時新聞などに発表され結果的に得意先と情報を共有することとなりますので、値

上げの場合も値下げの場合もタイムラグはありますが、当社の販売価格に転嫁されます。なお、売上高の約２割は

得意先と亜鉛建値の価格変動による販売価格のスライド契約を締結しております。ただし、昨今のように異常な暴

騰が発生した場合は、急に得意先のご理解を得ることは難しく、利益を圧迫する可能性があります。

3）会社と役員との取引関係について

　当社は、本社工場および尼崎工場の一部を当社代表取締役社長田中成和とその親族から賃借しております。契約

当事者は全員創業者一族であり、契約の継続につきましてはその歴史的背景から十分安定しているものと考えてお

ります。なお、賃借料につきましては、株式会社小山不動産鑑定事務所の鑑定書に因っております。

4）溶融亜鉛めっき市場について

　溶融亜鉛めっき業界におきましては、(社)日本溶融亜鉛鍍金協会発表の溶融亜鉛めっき生産量は、多少の増減は

ありますが近年はほぼ横ばいで推移しております。当社グループの生産量も同様に多少の増減はありますが大きな

変化はありません。また、当社グループが施行しております構造物の溶融亜鉛めっきにつきましては、大きな設備

投資が必要であり、新規参入は難しいと考えておりますが、可能性として皆無というわけではなく、当社が今後も

従来どおりの受注量を確保できるという保証はありません。

5）最近の経営成績について

 　当社は、公共投資の減少などにともなう関西地区の需要減少に加え、主原料である亜鉛価格の異常な高騰の影響

から、厳しい状況が続いております。今後の施策といたしましては、立体駐車場・民間建築を中心とした民間需要

の開拓に努めるとともに、原料亜鉛の暴騰を反映した適正販売価格の形成を再度進めておりますが、順調に推移し

ない場合は業績に影響をおよぼす可能性があります。

6）堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故について

 　平成１４年５月に発生いたしました当社堺工場の設備工事事故につきましては、約２年半にわたってめっき槽製

作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成１７年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円の損害賠

償訴訟を提起し、全力を挙げて係争中であります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   288,753   336,352   92,365  

２．受取手形及び売掛
金

  1,813,674   1,912,571   1,923,153  

３．たな卸資産   482,554   534,488   514,700  

４．繰延税金資産   16,713   12,557   10,789  

５．その他   60,865   80,536   50,890  

６．貸倒引当金   △15,246   △9,828   △20,146  

流動資産合計   2,647,314 31.1  2,866,678 33.2  2,571,752 30.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1）建物及び構築物 ※2 1,617,560   1,531,537   1,566,048   

(2）機械装置及び運
搬具

 409,222   385,361   369,118   

(3）土地 ※2 2,828,432   2,828,432   2,828,432   

(4）その他  43,963 4,899,179  41,005 4,786,337  48,515 4,812,115  

２．無形固定資産   184,770   208,818   207,206  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  462,904   427,866   569,699   

(2）繰延税金資産  24,875   22,286   22,591   

(3）その他  357,633   337,645   326,139   

(4）貸倒引当金  △59,917 785,495  △22,793 765,004  △23,895 894,535  

固定資産合計   5,869,445 68.9  5,760,160 66.8  5,913,857 69.7

 Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費   1,075   358   716  

繰延資産合計   1,075 0.0  358 0.0  716 0.0

資産合計   8,517,834 100.0  8,627,196 100.0  8,486,326 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

  557,441   662,337   729,585  

２．短期借入金 ※2  758,350   1,033,222   861,012  

３．１年以内償還予定
社債

※2  57,000   157,000   57,000  

４．未払法人税等   6,801   6,037   14,657  

５．賞与引当金   115,698   100,144   93,541  

６．設備関係支払手形   41,533   69,981   13,462  

７．その他   379,771   412,041   441,288  

流動負債合計   1,916,596 22.5  2,440,764 28.3  2,210,545 26.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※2  186,500   29,500   158,000  

２．長期借入金 ※2  2,541,556   2,540,372   2,201,616  

３．再評価に係る繰延
税金負債

  282,416   282,416   282,416  

４．繰延税金負債   65,875   79,401   103,871  

５．退職給付引当金   504,243   466,891   489,527  

６．役員退職慰労引当
金

  263,650   271,010   265,940  

７．その他   7,129   4,295   5,712  

固定負債合計   3,851,370 45.2  3,673,885 42.6  3,507,084 41.3

負債合計   5,767,967 67.7  6,114,650 70.9  5,717,629 67.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   770,958 9.0  － －  770,958 9.1

Ⅱ　資本剰余金   736,261 8.6  － －  736,261 8.7

Ⅲ　利益剰余金   774,238 9.1  － －  735,461 8.6

Ⅳ　土地再評価差額金   406,403 4.8  － －  406,403 4.8

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  99,354 1.2  － －  156,961 1.8

Ⅵ　自己株式   △37,349 △0.4  － －  △37,349 △0.4

資本合計   2,749,867 32.3  － －  2,768,697 32.6

負債・資本合計   8,517,834 100.0  － －  8,486,326 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  770,958 8.9  － －

２．資本剰余金   － －  736,261 8.5  － －

３．利益剰余金   － －  516,334 6.0  － －

４．自己株式   － －  △37,349 △0.4  － －

株主資本合計   － －  1,986,204 23.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
　　価差額金

  － －  119,937 1.4  － －

２．土地再評価差額金   － －  406,403 4.7  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  526,341 6.1  － －

純資産合計   － －  2,512,546 29.1  － －

負債純資産合計   － －  8,627,196 100.0  － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,764,635 100.0  3,301,402 100.0  6,311,249 100.0

Ⅱ　売上原価   2,451,638 88.7  2,993,863 90.7  5,469,812 86.7

売上総利益   312,996 11.3  307,539 9.3  841,436 13.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  509,100 18.4  505,906 15.3  1,031,563 16.3

営業損失   196,104 7.1  198,366 6.0  190,126 3.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  454   767   685   

２．受取配当金  4,809   6,048   6,401   

３．技術指導料  285   －   4,907   

４．受取保険金  1,282   －   1,282   

５．その他  4,948 11,779 0.4 5,980 12,796 0.4 13,512 26,788 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  33,852   36,342   68,610   

２．その他  4,344 38,196 1.4 4,149 40,491 1.2 7,951 76,561 1.2

経常損失   222,521 8.1  226,062 6.8  239,900 3.8

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  7,878   10,965   4,671   

２．賞与引当金戻入額  4,524   177   4,524   

３．投資有価証券売却
益

 407 12,809 0.5 12,332 23,475 0.7 1,590 10,786 0.2

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除売却損 ※3 7,930   12,590   12,044   

２．会員権評価損  170   －   40   

３．投資有価証券売却
損

 13   －   －   

４. 投資有価証券評価
損

 －   9,296   －   

５．減損損失
 
※4

577,457 585,570 21.2 － 21,886 0.7 577,457 589,541 9.4

税金等調整前中間
(当期)純損失

  795,282 28.8  224,473 6.8  818,655 13.0

法人税，住民税及
び事業税

 3,513   3,139   11,662   

過年度法人税等戻
入益

 －   △7,603   －   

法人税等調整額  △96,911 △93,398 △3.4 △882 △5,346 △0.2 △89,656 △77,994 △1.3

中間(当期)純損失   701,883 25.4  219,127 6.6  740,661 11.7

           

－ 9 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   736,261  736,261

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   736,261  736261

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,995,715  1,995,715

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  － － － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　中間(当期)純損失  701,883  740,661  

２　配当金  16,114  16,114  

３　土地再評価差額金取崩額  503,478 1,221,476 503,478 1,260,253

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   774,238  735,461
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 中間連結株主資本等変動計算書

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

770,958 736,261 735,461 △37,349 2,205,331

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失(△)   △219,127  △219,127

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計　
　　　　　　　　 （千円)

－ － △219,127 － △219,127

平成18年９月30日　残高　 　　　
（千円）

770,958 736,261 516,334 △37,349 1,986,204

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金
評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高　　　　　
　

（千円）
156,961 406,403 563,365 2,768,697

中間連結会計期間中の変動額     

中間純損失(△)    △219,127

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△37,023  △37,023 △37,023

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円)

△37,023 － △37,023 △256,151

平成18年９月30日　残高
（千円）

119,937 406,403 526,341 2,512,546
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間純
損失(△)又は税金等
調整前当期純損失
(△)

 △795,282 △224,473 △818,655

減価償却費  105,590 95,119 213,821

減損損失  577,457 － 577,457

会員権評価損  170 － 40

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

 8,901 △22,636 △5,814

役員退職慰労引当金
の増加額(△減少額)

 △18,350 5,070 △16,060

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 14,936 6,603 △7,220

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △10,194 △11,420 △41,317

受取利息及び受取配
当金

 △5,263 △6,815 △7,086

支払利息  36,754 36,342 68,610

投資有価証券売却損
益

 △393 △12,332 △1,590

投資有価証券評価損  － 9,296 －

固定資産除売却損  7,930 12,590 12,044

売上債権の減少額
（△増加額）

 176,989 10,582 67,510

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 53,509 △19,788 21,363

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △116,191 △67,247 55,951

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 △5,833 1,418 △9,113

その他  △16,314 △40,963 66,829

小計  14,415 △228,655 176,770
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受
取額

 5,273 6,798 7,628

利息の支払額  △36,704 △36,421 △63,197

法人税等の支払額  △3,513 △11,636 △10,162

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △20,529 △269,914 111,038

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △31,049 △31,917 △75,626

有形固定資産の売却
による収入

 － 100 －

有形固定資産の除却
に伴う支出

 △4,437 △4,091 △5,772

無形固定資産取得に
よる支出

 － △2,280 －

投資有価証券の取得
による支出

 △898 △1,094 △11,297

投資有価証券の売却
による収入

 844 82,260 2,200

保険解約による収入  － － 24,393

その他  16,929 △11,541 △14,686

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △18,611 31,435 △80,789
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減
額

 100,000 49,000 150,000

長期借入れによる収
入

 500,000 850,000 550,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △512,308 △388,034 △849,586

社債の償還による支
出

 △28,500 △28,500 △57,000

配当金の支払額  △16,114 － △16,114

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 43,077 482,466 △222,700

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額(△減少額)

 3,937 243,986 △192,450

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 284,816 92,365 284,816

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 288,753 336,352 92,365
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　２社

主要な連結子会社名

横浜ガルバー㈱

秋田ガルバー㈱

(1）　　　 同左　

 

 

 

(1）　　　 同左　

 

 

 

 (2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社名

㈲太陽プレス工業所

(2）　　　 同左　

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社名

 ㈲太陽プレス工業所

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益及び利

益剰余金等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

─────

(1）持分法適用の関連会社数

─────

(1）持分法適用の関連会社数

─────

 (2）持分法を適用していない非連結

子会社（㈲太陽プレス工業所）は、

中間連結純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しており

ます。

(2）　　　　同左 (2）持分法を適用していない非連結

子会社（㈲太陽プレス工業所）は、

連結の当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社の中間期末日と中間連

結決算日は一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

①　有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

①　有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法によ

り算定）

 ・時価のないもの

総平均法による原価法

・時価のないもの

同左

・時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

製　品…主として個別法による

原価法

原材料…主として後入先出法に

よる低価法

貯蔵品…最終仕入原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

建物（建物附属設備を除く） 

 　定額法

建物以外の有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　7～50年

機械装置及び運搬具　2～ 7年

①　有形固定資産

同左 

 

 

 

 

①　有形固定資産

同左

 ②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法、そ

れ以外の無形固定資産については

定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3）繰延資産の処理方法 ①　社債発行費

　商法の規定に基づき３年間で均等

償却しております。

①　社債発行費

　旧商法の規定に基づき３年間で均

等償却しております。

①　社債発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しており

ます。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することと

しております。

 ④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための基本となる重要

な事項

①　消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

①　消費税等の処理方法

同左

①　消費税等の処理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

－ 17 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会、平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は 577,457千

円増加しております。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会、平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純損失

は 577,457千円増加しております。

 　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号　平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日)を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は　2,512百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 

―――――― 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は5,212,126千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は5,357,824千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は5,312,220千円であります。

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

建物及び構築

物

1,013,501千円

土地 1,996,602

計 3,010,104

建物及び構築

物

1,050,758千円

土地 2,391,715

計 3,442,474

建物及び構築

物

983,736千円

土地 1,996,602

計 2,980,338

　上記物件について、短期借入金

658,350千円、１年以内償還予定

社債57,000千円、長期借入金

2,541,556千円、社債86,500千円

の担保に供しております。

　上記物件について、短期借入金

834,222千円、１年以内償還予定

社債57,000千円、長期借入金

2,540,372千円、社債29,500千円

の担保に供しております。

　上記物件について、短期借入金

711,012千円、１年以内償還予定

社債57,000千円、長期借入金

2,201,616千円、社債58,000千円

の担保に供しております。

　３．受取手形割引高は60,230千円で

あります。

　３．受取手形割引高は499,311千円

であります。

　３．受取手形割引高は491,024千円

であります。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。

運賃 99,406千円

貸倒引当金繰入
額

85

役員報酬   64,578

給与 112,029

賞与引当金繰入
額

 18,156

退職給付費用    7,458

減価償却費   7,714

運賃 111,801千円

貸倒引当金繰入
額

1,579

役員報酬   54,150

給与 110,747

賞与引当金繰入
額

16,110

退職給付費用 5,308

役員退職慰労引
当金繰入額

8,870

減価償却費    7,179

運賃  232,434千円

貸倒引当金繰入
額

3,856

役員報酬 122,058

給与 224,521

賞与引当金繰入
額

14,145

退職給付費用 22,246

役員退職慰労引
当金繰入額

 11,540

減価償却費 15,513

　２．当社グループの売上高は、通常

の営業の形態として、上半期に比

べ下半期に受注する割合が大きい

ため，連結会計年度の上半期の売

上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動があります。

　２．　　　　同左 　２．　　──────

※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳

機械装置及び運
搬具

3,223千円

その他      

4,706

計 7,930

機械装置及び運
搬具

  7,663千円

その他 4,926

計 12,590

建物及び構築物 213千円

機械装置及び運
搬具

5,809

その他 6,020

計 12,044
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※４．減損損失

 当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたし

ました。

場所 用途 種類

 大阪府大阪

市西淀川区

大阪府堺市

等

 溶融亜鉛鍍

金事業

 建物及び構

築物、機械

装置及び運

搬具、土地

等

 当社グループは管理会計上の区

分に基づきグルーピングしており

ます。

 当社グループの溶融亜鉛鍍金事

業においては需要の減少等により

営業損益が低迷しているため減損

損失を認識し、577,457千円を特

別損失に計上いたしました。その

内訳は、建物及び構築物 160,106

千円、機械装置及び運搬具 45,314

千円、土地 357,279千円及びその

他 14,758千円であります。

 なお、当該資産の回収可能価額

は使用価値により測定しており、

将来キャッシュフローを３%で割

引いて算出しております。

―――――  ※４．減損損失

 当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類

 大阪府大阪

市西淀川区

大阪府堺市

等

 溶融亜鉛鍍

金事業

 建物及び構

築物、機械

装置及び運

搬具、土地

等

 当社グループは管理会計上の区

分に基づきグルーピングしており

ます。

 当社グループの溶融亜鉛鍍金事

業においては需要の減少等により

営業損益が低迷しているため減損

損失を認識し、577,457千円を特

別損失に計上いたしました。その

内訳は、建物及び構築物 160,106

千円、機械装置及び運搬具 45,314

千円、土地 357,279千円及びその

他 14,758千円であります。

 なお、当該資産の回収可能価額

は使用価値により測定しており、

将来キャッシュフローを 3%で割

引いて算出しております。

　 (中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
前連結会計年度末
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間
末株式数(千株) 

 発行済株式     

 　　普通株式 6,627 － － 6,627

 　　　　　合計 6,627 － － 6,627

 自己株式     

 　　普通株式 181 － － 181

 　　　　合計 181 － － 181
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

　現金及び預金勘定残高と現金及び現

金同等物の中間期末残高は一致してお

ります。

同左 　現金及び預金勘定残高と現金及び現

金同等物の期末残高は一致しておりま

す。

（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在）

１．時価のある有価証券

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 203,256 363,883 160,627

(2）その他 69,860 75,892 6,031

合計 273,116 439,775 166,659

２．時価評価していない主な有価証券の内容

 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 23,128

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

１．時価のある有価証券

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 204,923 406,063 201,140

(2）その他 － － －

合計 204,923 406,063 201,140

２．時価評価していない主な有価証券の内容

 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

関係会社株式
 

20,000

その他有価証券  

非上場株式 1,803
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（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

１．時価のある有価証券

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 203,896 450,478 246,582

(2）その他 69,860 86,493 16,633

合計 273,756 536,972 263,215

２．時価評価していない主な有価証券の内容

 前連結会計年度（平成18年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 32,727

（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、当社連

結グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、海外売

上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額    426円62銭   389円80銭 429円54銭

１株当たり中間純損失金額

（△）又は１株当たり当期

純損失金額(△)

 △108円89銭 △34円00銭 △114円91銭

 　なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。

同左 　なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間純損失（△）又は当期純損失(△)

（千円）
△701,883 △219,127 △740,661

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は

普通株式に係る当期純損失(△)（千

円）

△701,883 △219,127 △740,661

期中平均株式数（株） 6,445,760 6,445,760 6,445,760

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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（その他）

 （前中間連結会計期間）

　　　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、約２年半にわたって

めっき槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円

の損害賠償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。

 （当中間連結会計期間）

　　　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、約２年半にわたって

めっき槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円

の損害賠償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。

 （前連結会計年度）

　　　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故につきましては、約２年半にわたって

めっき槽製作会社と協議してまいりましたが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円

の損害賠償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。
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５．生産、受注及び販売の状況

　当社グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいるため、生産、受注及び販売の状況を

溶融亜鉛めっき加工として一括して記載しております。

１．生産実績

 （単位：千円）

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（平成17年４月１日
平成17年９月30日）

（平成18年４月１日
平成18年９月30日）

（平成17年４月１日
平成18年３月31日）

金額 金額 金額
前年同期比 前年同期比

溶融亜鉛

めっき加工 2,749,864

％

91.6 3,312,089

％

120.5 6,316,901

　（注）１．金額は販売価額で表示しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注状況

 （単位：千円）

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（平成17年４月１日
平成17年９月30日）

（平成18年４月１日
平成18年９月30日）

(平成17年４月１日
平成18年３月31日)

受注高
受注
残高受注高

前年同
期比

受注残高
前年同
期比

受注高
前年同
期比

受注残高
前年同
期比

溶融亜鉛

めっき加工 2,786,443

％

91.6 139,246

％

76.6 3,318,730

％

119.1 173,000

％

124.2 6,349,484 155,673

　（注）１．金額は販売価額で表示しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．販売実績

 （単位：千円）

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（平成17年４月１日
平成17年９月30日）

（平成18年４月１日
平成18年９月30日）

（平成17年４月１日
平成18年３月31日）

金額 金額 金額
前年同期比 前年同期比

溶融亜鉛

めっき加工 2,764,635

％

92.3 3,301,402

％

119.4 6,311,249

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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